
【様式２】
重点的に取り組む主な経営課題

経営課題2 地域における安全・安心の確保

計
　
画

めざすべき将来像（最終的なめざす状態）＜概ね10～20年間を念頭に設定＞

地域に暮らす人が安心して生活し、かつ、来訪者が安心して過ごすことができるまち

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

２ 客引き行為等について

①居酒屋の客引き行為等については、キタ及びミナミにおいて、条例全部施行直後（平成26年11月）と同程度

にまで減少しており、悪質な客引き行為等を控えている状況がうかがえる一方で、特にミナミにおける

居酒屋以外のいわゆるフリーキャッチ、スカウト等については、条例施行前（平成26年5月）の状態にまでは

達しないものの、大幅に減るという状況までには至っていない。

１ 市民に不安を与える犯罪について

①16歳未満の子どもに対する身体犯等について

公園における16歳未満の子どもに対する身体犯等の認知件数は市内で減少し府内では増加しているが、

道路における認知件数については、市内では増加しているのに対し、府内では減少している。

＜声かけ等事案発生状況（平成29年4～12月末）＞

※平成28年4～12月における道路上と公園の

合計：92.3％

※身体犯等：暴行・傷害・強制性交等・強制わいせつ・

誘拐・強盗・脅迫・恐喝・すり・ひったくり等

＜16歳未満の身体犯等の認知件数（暫定値）＞

※内訳：公園における認知件数

※内訳：道路における認知件数

＜立入調査件数＞＜キタ・ミナミ地区の客引き行為者数＞
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平成28年4～12月末 平成29年4～12月末 増　　減

大阪市内 189 193 2.1%

大阪府内 521 480 -7.9%

市内／府内 36.3% 40.2% 3.9%

平成28年4～12月末 平成29年4～12月末 増　　減

大阪市内 25 24 -4.0%

大阪府内 48 53 10.4%

市内／府内 52.1% 45.3% -6.8%

0.743

0.122

0.039

0.096

平成28年4～12月末 平成29年4～12月末 増　　減

大阪市内 56 59 5.4%

大阪府内 204 168 -17.6%

市内／府内 27.5% 35.1% 7.7%

6月 7月 8月 9月
キタ 2 3 0 0
ミナミ 5 7 12 8
総計 7 10 12 8

10月 11月 12月 総計
キタ 0 0 1 6
ミナミ 4 5 5 46
総計 4 5 6 52
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【様式２】

計
　
画

要因分析（現状・データから導かれる分析結果）＜めざすべき将来像と現状に差が生じる要因＞

１　市民に不安を与える犯罪について
①　道路は公園に比べて、身体犯等に結びつく声かけ等事案が発生しにくい環境整備が十分にできていないこと。（現
状の①）
２　客引き行為等について
①　居酒屋以外のいわゆるフリーキャッチ、スカウト等については、居酒屋のように定着性がなく、新規参入が多いなど
活動が流動的であることから、行為者や事業者に本市による規制や指導等が十分に認知されていないこと。（現状の
①）
②　本市等による指導等を受けることのデメリットよりも客引き行為等による収益を優先し、確信犯的に客引き行為等を
繰り返す行為者や店舗等があること。（現状の①）
３　自転車の安全利用等について
①　自転車が被害者として事故に巻き込まれる危険性のあること、また、加害者として歩行者等に重大な事故を引き起
こす危険性のあることについての利用者の認識が希薄であること。（現状の①、②）
②　住宅の駐輪場は公共の駐輪場よりも安全であるという意識がうかがえること。（現状の③）
③　公共の駐輪場だけでなく住宅の駐輪場においても、施錠特に二重ロックが自転車の盗難防止に有効であるという
意識が十分に浸透していないこと。（現状の④）

３ 自転車の安全利用等について

①本市における交通事故件数、自転車関連事故件数は共に減少傾向にあるが、全事故に占める自転車関連

事故の割合は約38％と、全国平均（約18％）と比して非常に高い水準である。

②また、事故件数が減少する半面、自転車事故のうち、「対歩行者」「自転車相互」といった、自転車が加害者

となり得る事故が増加している。

③自転車盗の認知件数は減少しているが、街頭における主な犯罪のうちに占める割合は依然高い状況

にある。特に公共の駐輪場における自転車盗の認知件数は大きく減少しているが、その一方で、

住宅の駐輪場における認知件数は微減にとどまっている。（特に集合住宅での発生が多くを占める。）

④自転車盗の被害にあった事案のうち施錠をしていなかった事案が４割以上に達している。

＜市内全交通事故件数・自転車関連事故件数＞ ＜市内自転車の「対歩行者」「自転車相互」事故件数＞

＜街頭における主な犯罪の認知件数＞ ＜自転車盗の認知件数・発生箇所＞

＜自転車盗の施錠状況＞

施錠あり 施錠なし
58.5% 41.5%

＜指導・勧告・命令・過料処分・公表件数＞ ※（ ）は年度換算

指導 勧告 命令 過料処分 公表
平成26年10月～27年3月 57（114） 3（6） 1（2） 1（2） 0
平成27年4月～28年3月 450 48 15 4 0
平成28年4月～29年3月 593 94 34 17 5
平成29年4月～30年1月 390（468） 81（97） 35（42） 15（18） 8（10）

計 1,490 226 85 37 13

H29.12 発生割合
21,636 －

自転車盗 13,571 62.7%
自転車盗以外 8,065 37.3%

街頭における主な犯罪

平成28年12月末 平成29年12月末 増減
駐輪場 5,834 4,502 -22.8%
道路上 5,044 4,516 -10.5%
住宅 3,572 3,469 -2.9%

その他 1,101 1,084 -1.5%
計 15,551 13,571 -12.7%
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画

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

１　市民に不安を与える犯罪について
①　道路について、身体犯等に結びつく声かけ等事案が発生しにくい環境整備を進めていくこと。（要因の①）
２　客引き行為等について
①　地域、警察と連携し、新規参入のフリーキャッチ、スカウト等の事業者やその客引き行為者に客引き行為等が禁止
されていることが容易に認知されるような環境づくりを行うこと。（要因の①）
②　本市等の指導等によって収益を上回るデメリットを受けることになることを行為者や店舗等に十分に認識させるこ
と。（要因の②）
３　自転車の安全利用等について
①　自転車の利用者となる幅広い層の市民に次の各点についての認識を深めてもらうこと。（要因の①、③）
　　　・自転車が重大な事故に巻き込まれる可能性のあること。
　　　・自転車が重大な事故を引き起こす危険性のある車両であること。
　　　・自転車の運転に関する交通法規等の遵守の必要性
　　　・施錠特に二重ロックが自転車の盗難防止に有効であること。
②　住宅の駐輪場も安全でないことを利用者に認識してもらうこと。（要因の②）
③　公共の駐輪場だけでなく住宅の駐輪場においても自転車の施錠について注意喚起する環境を整備すること。（要
因の③）

自
己
評
価

戦略の進捗状況を踏まえた経営課題全体としての評価結果の総括

【１　市民に不安を与える犯罪について】
・未達成の業績目標が多いものの、道路及び公園における犯罪抑止環境整備による効果が次第に現れてきている。
見守りカメラを当初計画通り設置しハード面での犯罪抑止環境の整備が強化されたことから、今後より犯罪抑止効果を
高めるために、ソフト面での取組として、カメラの認知度の向上など、市民の防犯意識の高揚に努め、犯罪を許さないと
いう気運を醸成させていく。
【２　客引き行為等について】
・指導員の巡回時には客引き行為等を控えるといった効果が見られる一方で、特に確信犯的に繰り返す行為者、店舗
や業者においては、指導員の指導等に対する抵抗・言い逃れや、指導員の不在時に客引き行為等に及ぶという実態
がある。
・また、インバウンドをはじめとした来街者の増加で繁華街がより活況を呈し、客引き行為等の誘因が増長しやすい状
況にある。
・こうしたことから、客引き行為等を行う側に対して厳正に対処するほか、地元関係機関・団体とさらに連携して来街者
に対する周知、注意喚起を強化するなど、現在の取組を継続・工夫する。
【３　自転車の安全利用等について】
・各取組は着実に実績を上げているものの、自転車の安全意識および防犯意識を市民全体に広く浸透させることは、
一朝一夕に成し得るものではないことから、自転車関連事故や自転車盗の発生実態にも着目して、継続的に広報・啓
発に工夫を凝らしていく。
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【様式２】

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
道路や公園における16歳未満の子どもに対する声かけ等事案と16歳未
満の身体犯等の認知件数がともに減少している状態

主として道路において、子どもへの事案が過去に発生しカメラの設置が手
薄な箇所に、見守りカメラと見守りカメラの存在を周知する看板を整備し、
犯罪や犯罪につながる声かけ等を抑止する環境をつくる。（課題１の①）

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
・市内の16歳未満の子どもに対する声かけ等事案認知件数に対する道路
の割合：67％（市域外における割合未満）【平成31年末】
　≪参考≫平成28年末－市内：76.1％、市域以外：76.3％
　　　　　　　 平成29年末－市内：72.9％、市域以外：81.5％
・市内の16歳未満の子どもに対する声かけ等事案認知件数に対する公園
の割合：10％（市域外における割合未満）【平成31年末】
　≪参考≫平成28年末－市内：14.1％、市域以外：12.9％
　　　　　　　 平成29年末－市内：12.2％、市域以外：10.7％
・市内における16歳未満の子どもに対する身体犯等認知件数：160件未満
【平成31年末】
　≪参考≫平成28年末　233件
　　　　　　　 平成29年末　250件
・府内における16歳未満の子どもに対する身体犯等の認知件数に占める
市内の割合：30％未満【平成31年末】
　≪参考≫平成28年末　35.2％
　　　　　　　 平成29年末　39.4％

めざす成果及び戦略　２－１ 【市民に不安を与える犯罪の抑止】

・府内における16歳未満の子どもに対する身体犯等の
認知件数に占める市内の割合：39.6％未満【平成30年
末】

B
今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

・見守りカメラの適切な維持管理を引き続き行う。
・市内全域において、見守りカメラをはじめとした犯罪抑止環境の整備が
強化されており、かつ犯人検挙にも効果的であることを区・警察とも連携し
ながら広報・周知し、市民の防犯意識の高揚につなげ、犯罪を許さない気
運の醸成に努める。

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 ｂ

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

市内における16歳未満の子どもに対する身体犯等認知
件数：254件【平成30年末】 B

・未達成の業績目標が多い中で、声かけ等事案認知件数の公園の割合
は業績目標を達成した。
・身体犯等では、全体の認知件数は微増したものの、見守りカメラを設置
した箇所（公園、道路）で見た場合、公園、道路とも、市内の減少（増加）推
移が府内の減少（増加）推移よりも好転している。
・見守りカメラは、28年度に公園、29・30年度に道路に設置しており、設置
時期の早い公園における犯罪抑止効果が定着し、道路においては犯罪抑
止効果が次第に発現してきている状況であることが窺える。
・ハード面での犯罪抑止環境の整備が強化され成果が発現してきている
ことから、今後は、より犯罪抑止効果を高めるためのソフト面での取組を
工夫する必要がある。

72.9％

39.4％

250件

市内の16歳未満の子どもに対する声かけ等事案認知
件数に対する公園の割合：10.1％【平成30年末】 12.2％ A

ａ：順調
ｂ：順調でない

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

市内の16歳未満の子どもに対する声かけ等事案認知
件数に対する道路の割合：76.9％【平成30年末】 B

B
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円 円 円

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
28～30年度における３カ年計画の市内1,000台の見守りカメラとアピール
看板の設置の計画の３年目として、16歳未満の身体犯等の認知件数の減
少率が低い道路（通学路等）において、カメラ300台とアピール看板を設置
し、公園と通学路等の犯罪抑止環境の整備を完成させる。

・市内の16歳未満の子どもに対する声かけ等事案認知件数に対する道路
の割合：70％【平成30年末】
　≪参考≫平成28年末－76.1％、平成29年末－72.9％
・市内の16歳未満の子どもに対する声かけ等事案認知件数に対する公園
の割合：11％【平成30年末】
　≪参考≫平成28年末－14.1％、平成29年末－12.2％
・市内における16歳未満の子どもに対する身体犯等認知件数：210件未満
【平成30年末】
　≪参考≫平成28年末　233件、平成29年末　250件
・府内における16歳未満の子どもに対する身体犯等の認知件数に占める
市内の割合：35％未満【平成30年末】
　≪参考≫平成28年末　35.2％　平成29年末　39.4％
【撤退基準】
　上記目標を達成できない場合、事業を再構築する。

前年度までの実績
・見守りカメラ及びアピール看板の設置
　　28年度：249公園に350台設置
　　29年度：通学路等に350台設置

具体的取組２－１－１ 【子どもに対する犯罪抑止】

28決算額 101百万 29予算額 151百万 30予算額 141百万

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ②ⅰ 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

【課題】
・現時点で、身体犯等については業績目標の水準には至っていないもの
の、声かけ等事案については業績目標の水準には至っている。
・28年度に設置した公園や29年度に先行的に設置した道路における犯罪
抑止効果が現れており、30年度も見守りカメラの設置を計画通り進めてい
くことで、犯罪抑止効果がいっそう発現することが期待できる。
・30年度に見守りカメラの設置は完了するが、その後も引き続き犯罪抑止
効果が得られるよう取組を工夫する必要がある。

【改善策】
カメラ及びアピール看板の抑止効果を発揮させるよう、下記取組を進めて
いく。
・ハード面の取組として、30年度の道路におけるカメラとアピール看板の設
置を進め、市域全体での犯罪抑止環境の整備を完成させる。
・ソフト面の取組として、カメラ及びアピール看板の周知を引き続き行うだ
けでなく、検挙等に至った事例の公表も検討していくほか、本市が公設
置・公管理しているカメラを中心に、効果的・効率的な防犯対策の観点か
ら、現状把握・精査を行っていく。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・市内300箇所に見守りカメラ及びアピール看板の設置を行い、平成28年
度からの3年間で計1,000台の設置を予定通り完了し、公園及び道路にお
ける犯罪抑止環境を整備した。
・前年度までに設置した見守りカメラ700台の犯罪抑止効果が常時有効に
機能できるよう、故障等への迅速な対応など、適切な維持管理を行った。
・本市が公設置・公管理しているカメラについて、現状把握を行った。

・未達成の業績目標が多い中で、声かけ等事案認知件数の公園の割合
は業績目標を達成した。
・身体犯等では、全体の認知件数は微増したものの、見守りカメラを設置
した箇所（公園、道路）で見た場合、公園、道路とも、市内の減少（増加）推
移が府内の減少（増加）推移よりも好転している。
　　＊公園（市内）H28：36件→H29：26件（▲27.8％）→H30：27件（＋3.8％）
　　　 公園（府内）H28：66件→H29：66件（±0％）→H30：75件（＋13.6％）
　　＊道路（市内）　H29：81件→H30：63件（▲22.2％）。
　　　 道路（府内）　H29：223件→H30:183件（▲17.9％）
・見守りカメラは、28年度に公園、29・30年度に道路に設置しており、設置
時期の早い公園における犯罪抑止効果が定着し、道路においては犯罪抑
止効果が次第に発現してきている状況であることが窺える。
・ハード面での犯罪抑止環境の整備が強化され成果が発現してきている
ことから、今後は、より犯罪抑止効果を高めるためのソフト面での取組を
工夫する必要がある。

業績目標の達成状況
・市内の16歳未満の子どもに対する声かけ等事案認知件数に対する道路の割合
：76.9％【平成30年末】
・市内の16歳未満の子どもに対する声かけ等事案認知件数に対する公園の割合
：10.1％【平成30年末】
・市内における16歳未満の子どもに対する身体犯等認知件数
：254件【平成30年末】
・府内における16歳未満の子どもに対する身体犯等の認知件数に占める市内の割合：
39.6％【平成30年末】

②(ⅰ)

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・見守りカメラの適切な維持管理を引き続き行う。
・市内全域において、見守りカメラをはじめとした犯罪抑止環境の整備が
強化されており、かつ犯人検挙にも効果的であることを区・警察とも連携し
ながら広報・周知し、市民の防犯意識の高揚につなげ、犯罪を許さない気
運の醸成に努める。
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【様式２】
めざす成果及び戦略　２－２ 【繁華街における来街者の安心の確保】

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
フリーキャッチ、スカウト等を含む悪質な客引き行為者が減少し続けてい
る状態

客引き行為等がさらに抑制されるよう指導を継続するとともに、地域や警
察等と連携して、キャッチ・スカウト等の新規参入者やその依頼を受けた
行為者が、客引き行為等が禁止され監視や取り締まりが行われているこ
とを認知し、また、来街者も認知する環境づくりを行う。（課題２の①）
また、確信犯的な客引き行為者・店舗等には、個別に厳格に条例適用す
る。（課題２の②）

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
①条例に基づく禁止区域（キタ・ミナミ）において、「悪質な客引き行為等を
許さない気運が高まっていると感じる」人の割合：各地域とも60％以上【平
成31年度末】
②キタ・ミナミ地区における悪質な客引き行為者数：150名【平成31年度
末】
　　　キタ地区（条例全部施行直後ベース）
　　　　　：居酒屋－20名、居酒屋以外－40名
　　　ミナミ地区（条例全部施行直後ベース）
　　　　　：居酒屋－35名、居酒屋以外－55名
≪参考≫平成26年11月（条例全部施行直後）の悪質な客引き行為者数
　　　　　　キタ地区：居酒屋－22名、居酒屋以外－41名
　　　　　　 ミナミ地区：居酒屋－36名、居酒屋以外－58名

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

・指導員の巡回時には客引き行為等を控えるといった効果が見られる一
方で、特に確信犯的に客引き行為等を繰り返す行為者、店舗や業者にお
いては、指導員の指導等に対する抵抗・言い逃れや、指導員の不在時に
客引き行為等に及ぶという実態がある。
・インバウンドをはじめとした来街者の増加で繁華街がより活況を呈し、客
引き行為等の誘因が増長しやすい状況にある。

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体
①キタ・ミナミにおいて「地域における安全・安心環境が
着実に向上していると感じる」人の割合：北区（キタ）
57.4％、中央区（ミナミ）52.9％【平成30年度末】 B

B
②キタ・ミナミ地区における悪質な客引き行為者数
：241名【平成30年11月】

B

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

・客引き行為等の実態により即した巡回・指導や、条例の運用等をさらに
工夫した店舗や業者への個別指導等の継続・強化により、客引き行為等
を行う側に対していっそう厳正に対処する。
・歓楽街環境浄化推進協議会をはじめとした地元関係機関・団体とさらに
連携し、インバウンドを含めた来街者に対する周知、注意喚起を強化す
る。

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 ｂ
ａ：順調
ｂ：順調でない

キタ
55.5％
ミナミ
58.3％

223名
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【様式２】

円 円 円

具体的取組２－２－１ 【客引き行為等への厳正な指導等】

28決算額 84百万 29予算額 112百万 30予算額 112百万

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
①客引き行為等への指導手法の工夫
②確信犯的に客引き行為等を繰り返す行為者・店舗等への個別の指導・
調査・条例適用の積み重ね
③学生アルバイトによる客引き行為等への対策強化・継続
　（本人はもとより学校への個別働きかけの強化・継続）

定点調査によるキタ・ミナミ地区（禁止区域）における客引き行為者数
　：50％減（平成30年度末、平成26年5月比）
【撤退基準】
　上記の割合が35％未満の場合、事業を再構築する。

前年度までの実績
定点調査によるキタ・ミナミ地区（禁止区域）における客引き行為者数
　：46％減（平成29年11月、平成26年5月比）

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ②(ⅰ)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

【課題】
・条例に基づく措置を受けるデメリットよりも、客引き行為等による収益を
優先し、確信犯的に繰り返す行為者や店舗、アルバイト感覚で行為に及
ぶ学生が依然として存在する。
・現在の禁止区域に隣接した重点地区でも客引き行為が行われている
が、巡回や口頭指導にとどまり、強力な指導ができない。

【改善策】
・店舗や業者への個別指導や大学への働きかけを継続・強化し、客引き
行為等を行う側に対して、まち全体として悪質な客引き行為等が禁止され
監視されていることをより具体的に認知させるよう取り組む。
・強力な指導を行うため、地元とも調整して、禁止区域の拡大に向けた検
討を進める。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・指導員によるパトロール　年198回実施
・客引き禁止区域（茶屋町・法善寺・道具屋筋等）を拡大（2月）
・大学と連携し、学生への啓発を実施（計3大学）したほか、府下75大学の
職員に啓発協力を依頼

・指導員の巡回時には客引き行為等を控えるといった効果が見られる一
方で、特に確信犯的に客引き行為等を繰り返す行為者、店舗や業者にお
いては、指導員の指導等に対する抵抗・言い逃れや、指導員の不在時に
客引き行為等に及ぶという実態がある。
・インバウンドをはじめとした来街者の増加で繁華街がより活況を呈し、客
引き行為等の誘因が増長しやすい状況にある。

業績目標の達成状況
定点調査によるキタ・ミナミ地区（禁止区域）における客引き行為者
数：43％減（平成26年5月比）

②(ⅰ)
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

次のとおり、客引き行為等を行う側にいっそう厳正に対処していく。
・客引き行為等の発生実態に即して、指導員の巡回ルート・時間帯を工夫
するなど、より効果的な巡回・指導を行う。
・条例の運用等をさらに工夫するなど、店舗や業者への個別指導や大学
への働きかけを継続・強化させる。

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)
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【様式２】

円 円 円

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・キタ、ミナミにおける、地元・市・警察での合同パレード等（毎月）
・ミナミ活性化協議会における啓発チラシの配付（10月）、関係機関・団体
の代表者による代表者会議の開催（1月（市長出席））
・指導員の制服（冬服）を、より視認性の高いものに刷新（3月）

・業績目標は達成していないものの、半数以上は環境の向上を実感して
おり、客引き行為等の適正化の取組により、体感治安の向上は一定なさ
れていることが窺える。
・一方で、インバウンドをはじめとした来街者の増加で繁華街がより活況を
呈し、客引き行為等の誘因が増長しやすい状況にあることから、インバウ
ンドを含めた来街者に対しての周知、注意喚起がいっそう必要である。

業績目標の達成状況
キタ・ミナミにおいて「地域における安全・安心環境が着実に向上し
ていると感じる」人の割合：北区（キタ）57.4％、中央区（ミナミ）
52.9％【平成30年度末】

②(ⅰ)

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・指導員の制服について、3月の冬服刷新に引き続き、夏服についてもよ
り視認性の高いものに刷新し、客引き行為者だけでなく来訪者に対する視
認性を高める。
・歓楽街環境浄化推進協議会をはじめとした地元関係機関・団体とさらに
連携し、インバウンドを含めた来街者に対する周知、注意喚起を強化す
る。

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ②(ⅰ)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

【課題】
・キタ、ミナミエリアは多くの来街者で賑わっており、客引き行為等の被害
者となり得る来街者に対しての周知、注意喚起が必要である。

【改善策】
・歓楽街環境浄化推進協議会とも連携して、来街者に、悪質な客引き行為
等が禁止され監視されていることをより実感していただけるよう、周知、注
意喚起を強化する。
・客引き行為等への注意喚起ポスターのデータをホームページ上でダウン
ロード可能とし、より多くの場面で周知、注意喚起されるよう呼びかける。
・指導員のパトロールの視認性をより高める方策も検討・実施する。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

具体的取組２－２－２ 【客引き行為等をさせない気運の醸成】

28決算額 － 29予算額 － 30予算額 －

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
①歓楽街環境浄化推進協議会等、地域・警察と連携したまち全体の気運
醸成の維持・向上
②来街者にも客引き行為等への指導が認知されるような、視認性の向上
等の工夫

キタ・ミナミにおいて「地域、警察、行政が連携して、地域における安全・安
心環境を向上させる取組が行われ、着実に向上していると感じる」人の割
合：各地域とも60％以上
【撤退基準】
　上記の割合が50％未満の場合、事業を再構築する。

前年度までの実績
禁止区域の指定がされた各地域において「条例施行前より悪質な客引き
行為が減ったと感じる」人の割合（平成28年度調査結果）
   ：キタ地区　54.5％、 ミナミ地区　39.7％
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【様式２】
めざす成果及び戦略　２－３ 【自転車の安全利用等の促進】

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
①自転車関連事故のうち、「対歩行者」「自転車相互」といった自転車が加
害者となり得る事故が減少し続けている状態
②街頭における主な犯罪に占める自転車盗の認知件数の割合が毎年減
少している状態

幅広い世代の市民に対し、自転車の運転に関する交通法規等の遵守の
必要性を認識するような情報を、各世代に応じた効果的な媒体等を用い
て届ける。（課題３の①）
公共の駐輪場での取組を継続するとともに、自転車盗が多く発生している
住宅の駐輪場の利用者を重点対象として、自転車盗の危険性についての
意識を喚起し、施錠（二重ロック）などの盗難防止対策を促進する。（課題
３の①、②、③）

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
①
・市政モニターアンケート等において自転車がもつ被害・加害両面の危険
性について認識している市民の割合や当該認識の下で交通法規等を遵
守するよう心がけている市民の割合：50％以上
・市内の自転車関連事故の件数：年間3,700件以下【平成32年末】
　≪参考≫平成29年末：4,458件（速報値）
・市内の自転車関連事故のうち、「対歩行者」「自転車相互」の事故件数：
年間350件以下【平成32年末】
　≪参考≫平成29年末：448件（速報値）
②
・自転車盗認知件数：11,000件未満【平成30年末】
　　　住宅の駐輪場　2,800件
　　　公共の駐輪場　3,600件
　≪参考≫平成28年末　15,551件、平成29年末　13,571件
　　　住宅の駐輪場　平成28年末－3,572件、平成29年末－3,469件
　　　公共の駐輪場　平成28年末－5,834件、平成29年末－4,502件
・街頭における主な犯罪に占める自転車盗の割合：63％【平成30年末】
　≪参考≫平成28年末　63.7％、平成29年末　62.7％

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

・各取組は着実に実績を上げているものの、自転車の安全意識および防
犯意識を市民全体に広く浸透させることは、一朝一夕に成し得るものでは
なく、自転車関連事故や自転車盗の発生実態にも着目して、継続的に広
報・啓発に工夫を凝らすことが必要である。

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体
・「自転車が重大な事故を引き起こす危険性がある車両
であることを理解している」と答えた人の割合：98％
・市内の自転車関連事故の件数：4,367件【平成30年末】
・市内の自転車関連事故のうち、「対歩行者」「自転車相
互」の事故件数：577件【平成30年末】

B

B

・自転車盗認知件数：12,533件【平成30年末】
B

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

・引き続き警察・民間関係団体と連携し、啓発冊子・ポスター等による広
報・啓発、小学生へのルールブック配付及び安全教育教材の作成を行うと
ともに、区役所が実施する集客イベントにおける啓発活動やSNSの活用、
交通安全教育など、様々な機会を捉えた広報・啓発を図る。

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 ｂ
ａ：順調
ｂ：順調でない

・98％
・4458件
・448件

13571件
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【様式２】

円 円 円

具体的取組２－３－１ 【自転車の安全教育の促進】

28決算額 1百万 29予算額 2百万 30予算額 1百万

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
・各区とも連携した安全教育意識向上（地域での講習、ICTツールの活用）
・自転車安全教育指導員の育成（実技による安全教育人材育成）及び指
導員による地域における講習の開催
・自転車安全ルールブックの配布

①人材育成の講習会の受講者アンケートで講習効果について肯定的に
答えた人の割合：80％以上
②市政モニターアンケートにおいて「自転車が重大な事故を引き起こす危
険性がある車両であることを理解している」と答えた人の割合：50％
③市内の自転車関連事故のうち、「対歩行者」「自転車相互」の事故件数：
年間415件以下

【撤退基準】
①上記割合が50％未満の場合、事業を再構築する。
②上記の割合が30％未満の場合、事業を再構築する。
③上記の件数が435件以上の場合、事業を再構築する。

前年度までの実績
①区役所職員向けの講習会の受講者アンケート（受講者74名）における
講習効果についての肯定的な回答の割合：100％
　※各区における講習回数及び参加者：540回、延べ約30,000人
②自転車の安全運転啓発イベントの開催（来場者：約42,000人）
③市内の自転車関連事故のうち、「対歩行者」「自転車相互」の事故件数：
448件（平成29年末）

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ②(ⅰ)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

【課題】
・継続的な安全教育により、市民全体への安全意識の浸透を図ることが
必要である。
・発生箇所というような環境面にも着目して事故抑止を図る取組も必要で
ある。

【改善策】
・自転車安全教育サポート事業者、警察と連携した啓発冊子を作成する
（市内小学校低学年児童全員対象、自転車の安全利用のほか、自転車
盗の被害防止啓発も記載）。
・区役所と連携して周知啓発を行う（市民局において安全教育教材を作
成・配布し、各区役所で活用）。
・各区において、自転車関連事故箇所における注意喚起等の取組の工夫
を行う。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・自転車の安全啓発冊子を作成し、区役所を通じて地域へ配付（8月・2万部）
・区役所職員を対象に自転車安全教育指導員養成研修を実施（11月・27名）
・警察・民間事業者と連携し、自転車のルールブックを作成し市内小学校に配付（11
月・6万部）
・各季交通安全運動で自転車安全利用の広報・啓発を実施（4回）
・区役所と連携し、区の実施する安全イベントでの広報・啓発を実施（4回）

・各取組は着実に実績を上げているが、市民全体へ安全意識を浸透させ
るためには、自転車関連事故の発生実態にも着目して、安全教育の手法
を工夫し、若年層への啓発などすそ野の拡大と機会の増大につなげてい
くことが必要である。

業績目標の達成状況
①人材育成の講習会の受講者アンケートで講習効果について肯定的に答
えた人の割合：100％
②市政モニターアンケートにおいて「自転車が重大な事故を引き起こす危険
性がある車両であることを理解している」と答えた人の割合：98％
③市内の自転車関連事故のうち、「対歩行者」「自転車相互」の事故件数：
年間577件

②(ⅰ)

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・引き続き警察・民間関係団体と連携し、啓発冊子・ポスター等による広
報・啓発、小学生及び一般向けのルールブック配布や、安全教育教材の
作成を行うとともに、区役所が実施する集客イベントにおける啓発活動
や、SNSの活用による中高生以上の若年層への啓発、交通安全教育な
ど、様々な機会を捉えた広報・啓発を図る。

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

－10－



【様式２】

円 円 円

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・区役所と連携し、区の実施する安全イベントでの広報・啓発を実施（4回）
・自転車の放置禁止や施錠推奨を含む自転車の安全啓発冊子を作成し、区役所を
通じて地域へ配付（8月・2万部）
・警察・民間事業者と連携し、自転車の放置禁止や施錠推奨を含む自転車のルール
ブックを作成し市内小学校に配付（11月・6万部）
・2ロック推奨ポスターを作成し、公営住宅管理者、チェーンストア協会、区役所等を
通じて市内2500箇所に掲示（12月）

・「自転車に鍵をかける」という意識を広く市民に浸透させることは、一朝一
夕に成し得るものではなく、繰り返し継続的な広報・啓発が必要であるが、
自転車盗の発生場所や被害者属性など自転車盗の発生実態にも着目し
て、広報・啓発の手法を工夫することも必要である。
・小学校における交通安全教育の中に、施錠の必要性を盛り込むなど、安
全教育の一環として意識付けすることが必要である。

業績目標の達成状況
自転車盗の認知件数：12,533件【平成30年末】
街頭における主な犯罪に占める自転車盗の割合：65.2％【平成30
年末】

③

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・引き続き警察・民間関係団体と連携し、啓発冊子・ポスター等による広
報・啓発、小学生及び一般向けのルールブック配付を行うとともに、区役
所が実施する集客イベントにおける啓発活動、SNSの活用による中高生
以上の若年層への啓発など、様々な機会を捉えた広報・啓発を図る。①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった

②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ②(ⅰ)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

【課題】
・継続的な広報・啓発により、「自転車には鍵をかける」という意識をより浸
透させることが必要である。
・発生箇所というような環境面にも着目して犯罪抑止を図る取組も必要で
ある。

【改善策】
・自転車盗の被害防止啓発ポスターのデータをホームページ上でダウン
ロード可能として、より多くの場面で周知、注意喚起されるよう呼びかけ
る。
・自転車安全教育サポート事業者、警察と連携した啓発冊子の作成（市内
小学校低学年児童全員対象、自転車の安全利用のほか、自転車盗の被
害防止啓発も記載）
・集合住宅管理者（公共住宅、大規模マンション等）への自転車盗防止対
策の働きかけの継続
・各区において、自転車盗発生箇所での注意喚起等の取組の工夫を行
う。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

具体的取組２－３－２ 【自転車盗対策の促進】

28決算額 － 29予算額 － 30予算額 －

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
・各区とも連携した自転車盗防止の呼びかけ（地域での呼びかけ、ICT
ツールの活用）
・自転車盗防止対策の働きかけ（二重ロックの呼びかけや注意喚起の掲
示・啓発依頼）
　　　　集合住宅管理者（公共住宅、大規模マンション等）
　　　　駐輪場管理事業者
　　　　自転車製造業界や販売業界
・自転車安全ルールブックの配布

自転車盗の認知件数：11,000件未満
街頭における主な犯罪に占める自転車盗の割合：63％
【撤退基準】
上記目標を達成できない場合、事業を再構築する。

前年度までの実績
自転車盗の認知件数：13,571件（平成29年）
街頭における主な犯罪に占める自転車盗の割合：62.7％（平成29年）
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